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１．池田町公民館

　池田町公民館は、社会教育法に基づく施

設として1967 年（昭和42年）に建てられ、

それから 45 年近くが経過しました。老朽化

がすすんでいることも、施設としての使い

勝手も極めて悪く、建て替えが求められる

という事情は十分に理解できます。

（１）公民館の利用状況

　下の表は、過去 5 年間の利用状況、およ

びそれに要する費用を調べたものです。

　施設利用という点では、右のグラフで見

るとおり右肩下がりであり、あとからみる

多目的研修センター、創造館にも及ばない

状況になっています。このことは、現在の

公民館活動のあり方に何らかの問題が累積

しつつあることを示しており、この解決抜

きには建て替え問題もすすまないというこ

とになります。

　利用者の減少は、1 つには池田町文化祭

が公民館を利用して行われなくなったこと

がありますが、それとともに、利用者の高

齢化が深刻な影響を及ぼしています。

　 公民館の稼働日数および部屋ごとの利用

状況は次ページの通りです。この中で、「新

§８　池田町の公共施設
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　町の社会資本総合整備計画のメイン事業で

ある公民館の建て替え、交流センター建設に

関して、町に散在する類似公共施設をどうす

るかが問題となっていました。なかでも創造

館、福祉会館、多目的研修センターについて

は、「公民館の代替施設として使用すべきだ」

とする意見も強くあり、これらの施設に対す

る評価と今後の見通し抜きには「交流セン

ター」の建設はありえなかったからです。

　また、公民館とのかかわりだけではなく、

施設それ自体としてもあり方が問われていま

す。

　ここでは、公民館、創造館、多目的研修セ

ンター、福祉会館の現状を明らかにし、今後

のあり方を考えてみたいと思います。なお、

参考として、松川村の「すずの音ホール」に

ついても現状を付記します。

池田学問所」関係は、団体数は少ないものの、

一つ一つの団体の登録人数はかなりの数に

上っており（こがね塾 60 人、みのり塾

120 人、ポレポレ塾 60～ 70 組など）、そ

れぞれ活発に活動を展開しています。
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（２）公民館の建物の概要

　次ページの平面図で見るとおり、施設の概

要は管理事務室の他、会議室、学習室（旧図

書室）、休憩室（旧実習室）などの小部屋が

5 室、それに講堂という構成で、総面積は

1.043 ㎡あります。

　部屋ごとの稼働状況は上のようになってお

り、講堂の使用は年間の稼働日数のほぼ

1/3、学習室、会議室は比較的頻繁に利用さ

れていることがわかります。

（３）公民館とは何か

　公民館の設置およびその目的について、現

在の法的な根拠をみておきます。

　文科省のパンフレット「公民館」（注１）

では、「公民館は、教育基本法や社会教育法

により、日本の教育法体系のなかに位置づけ

られています」と説明しています。

　その法的な根拠について、教育基本法、社

会教育法の条文のいくつかをあげています。

　ここではその詳細の紹介は省きますが、要

池田町公民館　利用状況

　　　　　　　　　　　　　　講堂  　　　   学習室 ２階会議室　　　計

   　　  日数　　人数　　  日数　   人数　　   日数　   人数

平成 22年度    300 　　  209    7412     266     1626 282 2390     11,428 

平成 23年度    299 　　  211    7381     252     1653     241 2106     11,140        

平成 24年度    299          244    7260     291     1924     209 2210     11,394

（池田町教育委員会調べ）

　　　　　　　　　　　平成 22年度　平成 23年度　平成 24年度

町内各種団体   599         538

新池田学問所関係 　　　   40     37                52

行政及び行政関係団体 118   129              125

利用団体 数字は団体数

年度　　　稼働日数

平成 24 年度の活動の改善によって、今年

度に入って人数を増やしている塾もあると

報告されており、町民の期待にこたえる新

鮮な活動内容とスタイルがあれば、今後利

用者数を増やす見通しもあることを示して

います。

点は次のようになります。（注2）

　公民館は市町村が設置し、「地域住民の生

活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」

ことを目的とし、「定期講座の開設や、討論会・

講習会・講演会等の開催、図書・記録・模型・

資料等を備え、その利用を図ること、体育・

レクリエーション等に関する集会の開催、各

種団体・機関等との連絡、その施設を公共的

利用に供すること等を行う」機関です。

　「地域住民の学び、実践、交流」を目的と

してさまざまな企画、イベント、学習活動な

どが進められることは有意義であり、これを

促進することは行政にとっても住民にとって

も大切です。

　このために、公民館では各種の団体活動を

支援もしくは主催しており、そのため職員も

他の施設よりも格段に多く配置されているの

です。（役場職員１人、臨時職員４名）



　しかし、過去の事例を待つ

までもなく、最近の活動が趣

味・教養のための貸館に傾斜

したり、行政主導のイベント

におちいったり、高齢化によっ

て利用人数が減少するなどの

問題点が深刻になってきてい

ます。

　企画・運営への地域住民の

参加によって、公民館が住民

の学習と交流、文化創造の機

関にすることは今後とも重要

であり、住民自身が自治をに

ない実現するための拠点とし

ての役割を果たすべきであろ

うと考えられます。これまで

のように単に「生涯教育」「社

会教育」を上から構想するの

ではなく、住民の立場で下か

ら構築し直す観点が求められ

るといえます。
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（注１）公民館

         http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/

                         __icsFiles/afieldfile/2010/09/13/1292569_1.pdf

（注２）社会教育法は、この公民館活動について、次のように定めています（社会教育法第22条本文）。

　１．定期講座を開設すること。

　２．討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

　３．図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

　４．体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

　５．各種の団体、機関等の連絡を図ること。

　６．その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
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（４）公民館活動の今後

　池田町における公民館は、各区の自治会

に置かれる公民館分館活動のいわば拠点と

してだけではなく、住民の文化・教養・自

治活動の交流・発信機能を持つ重要な役割

をになっています。

　少子化・高齢化が進む中で、町民の自主的・

自発的な学びの施設としての役割が低下し

たり、住民自治を育てる観点が希薄になる

きらいがないかどうか、自己点検が必要と

なっていると思われます。

　公民館改革は、単に図書館などといっしょ

に複合的な施設として運営すればできると

か、他の施設を分散利用しても可能だと単

純には言い切れない側面を持っています。　

　施設が町民にとって身近で、その施設を

利用することが町民に精神的な向上心と好

奇心をはぐくみ、人々の結びつきの喜びを

体現できる場である必要があります。施設

の配置や雰囲気、使いやすさという観点と

同時に、イベントや定期開催される講座な

どの魅力、地域の分館と結びついた全町的

な活動の広がりという観点から公民館活動

を再構築する必要があると考えられます。

２．創造館

（１）「芸術文化による地域振興検討委員会 」 

　報告

　池田町創造館は、1990 年にクラフトパー

クの中核施設として総工費３ 億 397 万円

を投入して建設されました。都市公園法で

定められた体験学習施設として、町民の学習

現状と課題 

① 公園全体の建設は、当時の都市計画課が行い、創造館は建物だけが教育委員会へ移

　管された。引き継ぎの段階で十分な内容検討がされず、クラフトパークの中心的施

　設として体験・創造を育む施設整備はされているが、十分な指導者を置かず、貸館

　が主となっている現状である。 

② 池田町創造館運営委員会が機能していないので、新たな展開が難しい。 

③ 公民館の生涯学習（新池田学問所）との連携が図れていない。 

④ クラフトパークの中核施設として設置されたが、現状の職員数（兼務１名・委託２名）

　では、多くの教室の企画・運営ができないため、貸館業務が主体となっていて、本

　来の施設を使っての常設教室の運営ができない。 

⑤ 建物の構造上、多目的ホールに入場する出入口がステージ方面にしかないので、遅

　れて入場する人にとって入りにくさがある。 

⑥ 施設が有効利用されていない。 

⑦ スタインウェイのピアノの活用がまだ十分とはいえない。 

⑧ 巡回バスが創造館経由でなく、高齢者等にとって交通の便が悪い。

の場の確保が設立の目的であるとされてい

ます。

　2008 年に答申された「芸術文化による

地域振興検討委員会 」の報告は、この創

造館の問題点について次のように指摘して

います。



　また同報告は、今後の創造館のあり方に「抜

本的な改革」が必要であるとして、「原点に

立ち返って、ダイナミックに発想を転換し、

「町民に愛される創造研修、交流の場と町内
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　右のグラフを見ると分かる通り、利

用者数は過去 5 年間で年平均 1 万 2 千

人で推移、この 5 年間の累積持ち出し

額は 2500 万円にのぼり、年平均 500

万円の持ち出しとなっています。

　「地域振興検討委員会 」答申もこの

点について、「平成 11 年の開設以来、

一般管理費の負債額は 6,000 万円を

超え、開設記念として購入した高額な

ピアノも有効利用されていない。抜本

的な見直しが必要である」と指摘して

いるほどです。

　設立当初はともかく、高齢化が次第

に進行している池田町において、地理

的に不便な立地を持つこの施設の活用

は今後ますます厳しさが増すと思われ

ます。実際、グラフからも平成 23 年

度で少し持ち直してはいるものの、平

成 24 年度では 11,546 人と下降傾向

が続いています。

　町から臨時職員として委嘱された創

造館職員によって、これまで一定の努力

が行われてきたことは事実ですが、「答申」

から 5 年が経過した現在も「改革」は全く

進んでいません。

　しかも、2012 年度 3 月議会では前町長

から「ハーブを使った温泉施設」への改造が

（２）創造館の利用状況
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① 「創造館運営委員会」の委員に町外者を入れ、開かれた運営を目指す。 

② 芸術のスペシャリストを講師に、芸術の町池田町を確立するための生涯教育の

　殿堂とする。

③農家民宿などと結合し、農作業や芸術を学ぶ長期滞在型の研修施設とする。

④子ども達や家族との交流をはじめ、てるてる坊主作りなどのクラフト体験、農業

　体験などの交流の場とする。

⑤ 町民の利用率を上げるために、ヨーロッパの水着着用型の採用でハーブの湯殿

　に一部改修する。

の地域振興の基点としての利用形態を再構築

する」ことを提言しています。

　具体的には、以下のような提案を行ってい

ます。
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床面積　1,074 ㎡

一つの案として提示されており、指定管理

などの選択肢も考えると、抜本的な改革に

は程遠い現状です。

　創造館については、町民の共有財産である

ことは論を待ちませんが、地理的に不便で

池田町創造館　利用状況

   稼働日数　　多目的ホール  調理室       会議室      その他        全館

               日数　 人数　  日数　人数　日数　 人数　 日数　 人数　　日数　 人数

平成19年度    304 　　  198　8,998　 75      165    202  3,853   271  12,851

平成 20年度    302 　　  183  9,641   93     192    224   4,639   274  14,280

平成 21年度    302 　　  139  5,273   93     233       218   5,872   287  11,145

平成 22年度    302 　　  184  6,152  102     214    180   4,533   271  10,685

平成 23年度    304 　　  162  7,067   81     203    162   5,209   280  12,276

平成 24年度    296 　　  201    6900 81     203    162   4,646   280  11,546

（池田町教育委員会調べ）

「その他」の人数は調理室、会議室含む

多目的ホール利用状況（回数）
    

                    平成 24年度

町内団体                171

町外団体                 38

行政及び行政活動を補完する団体        58

数字は団体数

あることやホールの使い勝手が悪いこと、

交流センターが新設されることなどを考え

ると、近い将来根本的に再考する必要があ

ります。



３．福祉会館

池田町福祉会館
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　介護予防事業の中心施設となっているか

どうかは、1 階、2 階の関連研修室の利用状

況を見れば一目瞭然です。週 2 回体操教室

などで利用されているとはいえ、利用状況

は右肩下がりであり、平成 23 年度には 1

万人を切るまでになっています。

　現在ではこの施設の存在意義には疑問符

が点灯しており、　「地域交流センター」が
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（１）福祉会館の現状

　この施設は昭和 48 年に総工費 6310 万

円で建設されました。平成 15 年には耐震化

を含めて全面的に改修（総事業費　1 億

2340 万円）。平成20年度からは指定管理

制度を導入し、シルバー人材センターに管理

委託しています。

　町のホームページでは、この施設について

次のように説明しています。

　運動指導を中心とした介護予防事業を実施する中心となる施設として利用されますが、

従来の地域や各種団体の会議、講習会、学習会等にもご利用いただけます。

できることで、中途半端な施設になること

が懸念されます。

（２）福祉会館の今後のあり方

小部屋を多く持つこの施設は、会議や催し

物で手軽に使えるために活発に利用されて

いることにも目を向ける必要があります。

　公民館も会議室や休養室などがよく使わ

れていたように、小会議室への町民のニー

ズは高いのです。

　貸し館利用という見方では使いやすい施

設ではあるのですが、講堂がないことや、

駐車場の狭さなどの問題を抱えています。

　ところが、新しく建設される予定の地域

交流センターは、現段階での計画では小会

議室が一室しか計画されていません。これ

では、交流センターができるから福祉会館

はいらないと簡単に片付けられないことに

なります。

　交流センター建設では、そこだけの閉じ

た議論ではなく、他の施設のあり方も十分

い考えた広い見方で計画を立てる必要があ

るといえます。
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部屋の名称  　　利用件数  利用人数

運動指導室（２Ｆ）  158    2,978

会議室（！Ｆ）     81    3,089

会議室（２Ｆ）     76    1,824

静養室    238    2,619

その他      87    1,143

合計    640  11,653

有料    372    4,033

無料    268    7,620

平成 24年度　福祉会館利用状況

（池田町福祉課調べ）

福祉会館　2階

福祉会館平面図

床面積　1,157 ㎡
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14,869 人

12,796 人

13,667 人

15,729 人

14,783 人

多目的研修センター

429 376 361 386

収入 支出

　つまり、もともと農村振興の目的で

設置された建物であり、平面図を見て

も分かるとおり、1 階に食品加工室、

農村総合準備室を設け、事務室は極め

て小さいスペースしかありません。2

階には 3 部屋の小会議室があり、研修

が可能になっています。

　多目的研修集会室は講堂としての役

割とスポーツ施設としての役割を持ち、

現在もかなりの頻度で使われています。

　当初からこの施設は林中の自治会と

密接な関係があり、設立当初の取り決

めで林中自治会が優先的に使用するも

のとされてきました。現在は林中自治

会が集会所を作ったことから主として

総会に利用されるだけであり、当初の

取り決めはほとんど実態をなくしてい

ます。

同時に、最近では会染小学校の利用も見られ、

コンスタントな利用があることを示していま

す。

　場所が町中心部から離れていることから、

会染地区のセンター的な役割を果たしている

と思われます。

　第 2 条　農業者の連帯感の高揚を図り、コミユニテイー活動を通じ活力ある明るい

農村づくりを推進するため、池田町多目的研修集会施設（以下「多目的研修センター」

という）を設置する。

（１）多目的研修センターの現状

　この施設は昭和 59 年に総工費 2 億

4,126万円で建設されました。「施設設置条

４．多目的研修センター

例」ではこの施設の設置目的を次のように

定めています。

　年間を通しての利用者、この施設の運営

にかかる費用などは右の通りです。

経費は創造館とほとんど同じですが、利用

者は公民館よりも多く、1 万 3 千人～ 1 万

5千人で安定して推移しています。

　これは、次ページの各部屋ごとの使用状

況を見れば分かるとおり、講堂・体育館の

使用の延べ人数が多いことが要因としてあ

げられます。

　農業団体などの利用もそれなりにあると
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床面積　1,285 ㎡

        H20     H21      H22      H23    H24

    件数（月）  件数（月） 件数（月） 件数（月） 件数（月）

   研修集会室 ( ホール ) 462 (38.5)  462 (37.7)   477 (39.8)   492 (41.0)    452 (37.7)

   農村総合整備室  166 (13.8)  124 (10.3)   168 (14.8)   144 (12.0)    126 (10.5)

   食品加工調理実習室    87    (7.3)    96   (8.0)   100   (8.3)     79   (6.6)      77   (6.4)

   資料展示・会議室    72    (6.0)    86   (7.2)   129 (10.8)     70   (5.8)      55   (4.6)

   研修室      25    (2.1)    21   (1.8)      12  (1.0)   114  (9.5)    157 (13.1)

   協定推進委員会室    55    (5.0)    71   (5.9)      78  (6.5)     77   (6.4)      76   (6.3)

       計   867 (72.0)   850 (70.8)   964 (80.3)   976 (81.3)    943 (78.6)

利用件数

        H20     H21      H22      H23    H24

    人数（月）  人数（月） 人数（月） 人数（月） 人数（月）

   研修集会室 ( ホール ) 7375 (612)  8443 (704)   9407 (784)   8374 (698)    9282 (774)

   農村総合整備室  2811 (234)  2278 (190)   2881 (240)   2907 (242)    2420 (202)

   食品加工調理実習室    805   (75)     891  (74)   1182   (99)      894   (75)      981   (82)

   資料展示・会議室    945  (79)  1061  (88)   1364 (114)      822   (69)      611   (51)

   研修室      195  (16)    173  (14)       54      (5)      940  (78)   1613 (134)

   協定推進委員会室   565   (47)    821 (68)      841  (70)      846  (71)      845   (70)

       計            12796(1066)    13667 (1139)    15729 (1311)   14783 (1232)    15752 (1313)

利用人数



（２）多目的研修センターの今後のありかた

　この施設は青少年の手頃なスポーツ施設と

して使われており、農村振興というより町民

のコミュニティセンターとしての色彩を強め

ています。

　その分、研修室などの利用に大きな問題を

残しており、本来の目的をどのように回復す

るのか、また別の用途に変更していくのかを

考える時期にきていると思われます。

障害者の利用や高齢者の利用を考えた場合、

十分な機能を持っているとは言えず中途半端

な建物であること、会染地区の活動センター

の役割を果たしていることなどから、町民お

よび利用者の意見を十分に取り入れて、今後

の方向を総合的に考える必要があるといえま

す。

　池田町図書館は、1982 年（昭和 57 年）

4 月に総事業費 1 億 8030 万円 ( 浅原六朗

文学記念館との総計 ) で建設されました。

現在まで30年余り経っています。

　敷地面積は、707.25 ㎡、延べ床面積は

458.10 ㎡。このうち 1 階の一般図書室

174 ㎡、2 階の児童図書室が 123.5 ㎡あ

ります。

年度   返却人数 返却以外の利用人数  　合計

平成22年度　 11,495人  5,600人  17,095人　

平成23年度　 11,381人  5,600人  16,981人　

平成24年度　 10,777人  5,600人  16,377人　

【注】返却人数以外の人数算出の根拠

　前期（4～ 9月、約140日間）の1日平均10人として1,400人

　後期（10～ 3 月、約140日間）の1日平均30人として4,200人

池田町図書館（教育委員会）調べ

　池田町図書館の利用は 1 日平均でみると

返却人数 37 人、その他の利用者 20 人、合

計 57 人です。これは松川村の 1 日平均の

貸し出し利用者 239 人（映像資料含む）と

比べても極めて低い利用状況となっていま

す。

　これには、単独施設であるため他の用事

のついでに立ち寄ることができないことや、

閲覧図書の数、学習室の問題などさまざまな

５．池田町図書館

　すでに、この図書館は地域交流センター

の建設と並立して移設新築されることに

なっているため、今後の利用人数などとの

比較の意味でここに資料として載せておく

にとどめます。

要因が考えられます。

　図書館は町民の文化的なよりどころの 1

つですから、活発に利用されるように、さ

まざまな工夫と、気楽に立ち寄れる環境作

りが必要となっています。
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敷地面積　　　　　　　　　　　4,940 ㎡

建築延面積　　　　　　　   2,836.79 ㎡

・ホール・楽屋　　　　　　     407.2 ㎡

　　舞台　　　　　　          117.6 ㎡

　　客席（可動席198 席、計250 席、

　　   平土間利用時250 席） 　256.5 ㎡

 　　楽屋　　　　　　      　　 33.1 ㎡

・研修室　第1研修室（35人）　 52.7 ㎡

　　　　　第２研修室（25人）　 44.8 ㎡

・調理室（調理台６）　　　　　   90.8 ㎡

・多目的室  （30人）　　   　　  39.0 ㎡

・練習室（35人）　　　　　　    54.8 ㎡

・村民ギャラリー 　　　　　　   62.2 ㎡

・まめってぇるーむ              27.7 ㎡

・ホワイエ      82.5 ㎡

・パッサージュ　　　　　　     247.2 ㎡

・図書館　　　　　　　　　　   570.0 ㎡

■　開館日

　月、水～日曜日　午前9時～午後10時

　火曜日　　    午前９時～午後５時15分

■　図書館開館日

　月、水～金曜日　午前9時～午後7時

　土日、祝日　　    午前９時～午後５時

　休館日　火曜日その他

■　施設利用料金

　「施設使用料のご案内」による

　ただし、村内の「社会教育団体」について

　は無料

　冷暖房費

　　1時間 100 円、ホール500 円加算

　備品・機器使用料は別途既定にもとづく。

１．「すずの音ホール」

（１）　施設の概要

　この施設の建築延面積は　１階2,005.20㎡、２階831.59㎡、計2,836.79㎡あり、

ホール、各部屋ともにゆったりとしたつくりになっています。

§9　松川村の公共施設



　施設建設の経緯および教訓については「松

川村『すずの音ホール』建設の経過と教訓」

（65 ページ以降）で詳細に書きました。それ

らからも分かる通り、建設の初期の段階から

ワークショップなどで十分時間をかけて村民

（２）施設の利用状況

　「すずの音ホール」の利用状況は以下の通

　　　　　　　　　　　　　　　  ホール　　　　  その他の部屋　　   　図書館

利用者数　　　　H21　　　　　20,343 人　　  　15,803 人　　　　43,043 人

　　　　　　　　H22　　　　　19,345 人　　　  13,131 人　　　　48,655 人

　　　　　　　　H23　　　　　19,917 人　　  　14,881 人　　　　44,769 人

　　　　　　　　H24　　　　　21,404 人　　  　15,838 人　　　　44,564 人

　　　　　　　　　　　　    公民館職員として

職員数（H25）　　　　　　　  正規職員  5　　　　　　　　　     （ 嘱託職員  2)

　　　　　　　　　　　　　  （ 嘱託職員  2 ）

維持管理費（H24）

年間収入（H24）

主催行事数（H24）

応援団登録者数（H24）

1,939 万円

   189 万円

     47

     78 人

　「すずの音」の図書館を含めた施設利用者

は年間8万1806人（H24）にのぼっており、

池田町の公民館＋創造館＝23,416人、図書

注：維持管理費は正規職員、嘱託職員の給与は含まず。年間収入は施設使用料、

自販機、印刷機使用料含む。

の意見を取り入れたことや、長期的な財政計

画のもとで計画的に建設が進められたこと、

さらにワークショップ段階から設計事務所が

積極的に参加したことなどが、この施設の使

い勝手の良さにつながっています。

りです。

２．グリーンワークまつかわ、セピア安曇野

　松川村には芸術・文化活動、村民交流の拠

点としての施設、「松川村多目的交流センター

（すずの音ホール）」があり、その他に「松川

村生涯学習センター（グリーンワークまつか

わ）」および「松川村活性化センター（セピ

ア安曇野）」があります。

館 16,377 人（H23）計 3 万 9793 人と

比べても格段に多いことがわかります。

　なお、「グリーンワークまつかわ」はシル

バー人材センターに管理委託されています。

　また、「セピア安曇野」は松川村観光協会

に外部委託されています。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　グリーンワーク　　　　　セピア安曇野

利用者数　　　　　H23　　　　　　　24,853 人　　　　　　　8,262 人

職員数 　　　　　　　　　　　  　　　（外部委託）　　　　　　（外部委託）

グリーンワークまつかわ　平面図

　「グリーンワークまつかわ」

は、松川村の南部に位置するこ

とから、中心地から離れた南の

地域の住民のセンター的な役割

を果たしています。また、スポー

ツ施設としてもよく使われてお

り、

池田町でいえば「多目的研修セ

ンター」に相当する施設といえ

ます。

　施設の利用度は極めて高く、

池田町の多目的研修センターの

約2倍にのぼります。

　松川村の公共施設３館の利用

度は、合わせて年間のべ 10 万

人に達しているのです。

建築面積　1,326.11 ㎡

延床面積　1,216.57 ㎡

着工　平成10年７月

竣工　平成11年 2月

【備考】「松川村の公共施設」で使用したデータは、松川村教育委員会（公民館）より提供

していただきました。また、担当職員の方の監修のもとに資料を作成しました。



１．「すずの音ホール」建設に学ぶ意義

　池田町は国の「社会資本整備総合交付金」

を利用し、現在アップルランド跡地に多目的

交流センターを建設する計画をすすめていま

す。

　この施設は公民館、図書館、４００人収容

の可動席を持つホール、フリースペース、ミ

ニギャラリーなどを備えた多目的型交流施設

として構想され、松川村の「すずの音ホール」

を意識したものとなっています。

　この施設の建設予定費は4億 9千万円（図

書館部門除く）、これにあわせて図書館の整

備、道路整備、イベントスペース・駐車場整

備などが関連して計画されています。

　地域交流センターを考える際に私たちが強

調したことですが、今後この種の公共施設を

建設する際にも、松川村の「すずの音ホール」

がはどのようにして建設されたのか、その過

程や問題点・教訓を学ぶことは極めて重要で

あると考えられます。

　どのような構想のもとに建設されたのか、

どのように資金計画を建てたのかなどを見ず

に、形だけを真似て施設をつくっても「魂」

を入れたことにはならず、生きた施設とはな

りえません。

　「すずの音ホール」が明るく使い勝手もす

ぐれているのは、それだけの理由があるので

す。つまり、建設を企画する段階から池田町

とは全く異なるアプローチ、村の独自の作業、

行政と村民との共同の作業が継続的に続けら

れた結果なのだということを明らかにし、そ

の教訓に学ぶことが本稿の目的です。

２．松川村「すずの音ホール」建設までの経過

　発端は平成 13 年。松川村に公園・文化施

設をつくることが政策課題となり、２月に「多

目的文化施設準備委員会」が設置されます。

準備委員会はこの年８回の審議を重ね、同年

12 月、「複合施設（公民館機能、ホール、

図書館など）として建設することが望ましい」

との答申を村に出します。

　これに基づいて、翌平成14年 5月に「多

目的文化施設等検討委員会」が設置され、平

成 19 年 11 月まで計 20 回の委員会を重ね

て検討を深めます。

　平成 13 年以前から村は現在の「りんりん

パーク」の区画を公園にするという計画をた

て、国の都市公園事業交付金を見込んで施

設建設も併せて行おうとしました。

　そこで、平成 14 年度末に、村は「都市公

園事業」として国の事業認可を受けて補助

金をもらい、公園の整備から着手しました。

　当時、村民の中には、公園の必要性につ

いての疑問や、建設の進め方に対する批判

があったといいます。

　また、村は事業に着手はしたものの、「都

市公園事業」として文化施設の建設を行う

ことについては制約があったため、この時

期の事業としては土地買収と公園整備のみ

を行うことになりました。

§10　松川村「すずの音ホール」建設の経過と教訓
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　その後、住民の意見を十分に反映した施

設建設、周辺地域整備事業とするため、村

は平成 16 年 12 月から平成 17 年 9 月まで

計 7 回にわたって第 1 ステージのワーク

ショップを開催、精力的に「基本計画」の

検討をはじめます。当初から、龍環境計画

が設計業務に携わっています。また、初回

のワークショップには村民 120 人が参加し

ました。

　平成 17 年 12 月から、施設をどのように

村民が使いやすい親しみやすいものにする

かをテーマとして「概算設計」の第2ステー

ジに移ります。ワークショップには龍環境

計画も積極的に参加。ワークショップでは、

「公民館部門」「図書館部門」「ホール部門」「周

辺ガーデン部門」の４分科会が設けられパー

トごとの会合が行われるとともに、必要に

応じて全体の会合をもって調整をはかりま

した。

　具体的な建設計画策定を行う第 2 ステー

ジは、平成18年 2月に終了します。

　村民の中には、大きな公共施設は必要ない

という意見もあったと言われていますが、松

川村の場合は池田町のようにいくつも類似の

施設があったわけではなく、文化施設の必要

性を感じていた村民も多かったことから、

ワークショップの討論を通してどのような施

設にすべきかが前向きに議論され、そうした

意見は次第に克服されていったようです。

　平成 18 年 3 月には、国で新設された交

付金を利用する「まちづくり交付金都市再生

整備計画事業」を採択、行政として概要設計

計画策定業務を完了することになります。

　平成 18 年 6 月から 7 月にかけて、多目

的交流施設に関する住民説明会を全 7 会場、

計 8 回開催。8 月には龍環境計画に「多目

的交流センター詳細設計業務委託契約」を

交わし、平成 19 年 3 月に設計業務を完了。

同年 10 月からセンターの建設にとりかかり

ます。

　これらと並行してワークショップも第 3

ステージに移り、施設の運営・維持管理のあ

り方などについての検討を深めていきます。

H13   2  多目的文化施設準備委員会設置（計8回）

 12  準備委員会「複合施設が望ましい」との答申

H14   5  多目的文化施設等検討委員会設置（計20回）

H16.12 ～ 17.9 多目的文化施設づくりワークショップ（7回）

H17.12 ～ 18.2 第 2ステージワークショップ（6回）

H18   3  まちづくり交付金都市再生整備計画事業採択

H18   6 ～７ 住民説明会（7会場 8回）

H19   3  多目的交流センター詳細設計業務完了

   ワークショップ第3ステージ（公民館）

H19  10  建設工事着工

H21    2  竣工

H21    5  「すずの音ホール」オープン   

主な経過（まとめ）



３．「すずの音ホール」建設に関する財政措置

て順次とりくずし、総額 6 億 2 千万円を事

業に充当しています（資料３）。

　「すずの音ホール」の建設だけの事業費で

は、新たな起債が全くないことに注目してお

く必要があります。

　なお、下記のデータは松川村の公表されて

いる資料から作成したものです。

　松川村での多目的文化施設建設事業にか

かわる総事業費は下記の通りです（資料１）。

　とくに注目すべきことは、事業基金を平

成 9 年度から平成 20 年度まで 12 年にわ

たって積み立てていること、その総額が実

に7億 5千万円にのぼっていることです。

　当然ながら、この基金は使うためのもの

ですから、平成18年度から4年間にわたっ

【資料1】　　都市公園事業・まちづくり交付金事業　総計

総事業費　　　国庫補助交付額　　基金充当額　　   起債借入額　　   一般財源

2,079,223　　　　799,700　　　　  622,837　　　　557,500 　　  99,186

単位：千円

【資料３】　　多目的文化施設建設事業基金の推移
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【資料２】　　すずの音ホール（周辺整備含む）建設　総計

総事業費　　　国庫補助交付額　　基金充当額　　   起債借入額　　   一般財源

1,132,223　　　　410,200　　　　  622,837　　　　         0 　　  99,186

単位：千円

億円

基金積立額合計　　7億 5109 万 9000 円
事業資金充当額　    6 億 2283 万 7000 円

積立額

充当額

基金年度末残高

　平成 20 年 9 月にセンターの愛称を「すず

の音ホール」と決定。平成21年 2月に竣工。

5月オープン。

　平成 13 年 2 月からあしかけ 9 年の歳月

をかけて多目的交流センターと周辺の公園の

整備を成し遂げたのです。

67



68

（１）村民の意見を取り入れ、村民合意で施

設を建設

　「すずの音ホール」を実際に建設するまでに

は決して平坦な道ではありませんでした。

　前村長時代の公園事業計画では、その一方

的な進め方への批判がありましたし、合併で

はなく自立を選択したこともあって、多額の

村費を使うことへの批判もあったといいます。

　公園整備の完了後は、文化交流施設の建設

が具体的な日程にのぼり始めたため、村は住

民の意見を十分に取り入れた計画とするため、

ワークショップ形式を採用。村民全体で問題

を共有して文化交流センターを建設するよう

に軌道修正をはかっていくのです。

　ワークショップには初回で 120 人が参加。

毎回出席する人や時々参加する人など、参加

の仕方はさまざまでしたが、約 20 回に及ぶ

ワークショップが実質的な企画立案の舞台と

なり、その都度ステージを替えながら、時々

の課題に即応した活動をすすめていきます。

　そして施設完成後、ワークショップの参加

者の多くは「すずの音ホール応援団」として

残り、村民の施設使用を促進するとともに自

らも活発に利用、今も村民の施設となるよう

に努力を重ねているのです。

　こうして、村民の参加への熱意と、これに

応えた行政側の真摯な態度とが寄り合わされ

て、最終的に村民合意の施設が実現し、現在

も活発に活用されているのです。

（２）自己資金を計画的に積み立て、村の財

政に負担をかけていない

　松川村が、何年にもわたって基金を少しず

つ積み立てていることは特筆すべきことです。

　【資料３】からも分かるとおり、必ずしも一

定額ずつ積みたてているわけではなく、財

政状況を見ながらその年に応じた積み立て

を行っています。

　松川村の場合、特定目的の積み立ては、

文化施設を目的とした積み立てばかりでは

ありません。

　松川村は、池田町とは異なり財政調整基

金はそれほど積み立てておらず、圧倒的に

目的別の積み立てになっています。

　もちろん、積み立てだけで建設ができる

わけではありませんから、公園整備も含め

た事業全体としては 5 億円以上の借金もし

ているのですが、もともと債務残高が池田

町よりも少ないため、村財政にはそれほど

大きな負担とはなっていません。

（３）国の交付金を当て込んでたてた計画で

はなく、「すずの音ホール」での借金なし

　経過からも明らかな通り、多目的文化施

設をつくるためのワークショップを経て、

基本計画と概算設計の策定を終え、その後

で国の交付金を申請するという手順を踏ん

でいます。

　そのため、「すずの音ホール」とその周辺

事業だけに限ると、【資料２】からも明らか

な通り国の交付金、積立金、一般財源だけ

で建設が行われ、新しい借金は全く必要あ

りませんでした。何年にもわたる計画的な

積み立てがあったからです。

　池田町で現在進行中の社会資本総合整備

事業の場合、一般会計負担分は、積み立て

の取り崩しと新しい借金でまかなうと説明

されています。この点でも松川村と著しい

対照を示しています。

【注】この資料の作成にあたっては、松川村総務

課政策企画係のご協力をいただきました。

４．松川村の経験から何を学ぶか
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